
 
 

★夏休み特別教室開催しました！☆ 

和泉図書館では 22日に実験教室、23日に工作教室

を、シティプラザ図書館では 10日に工作教室を行い

ました。 

当日はいずれの日も多くの方にご参加頂けたおかげ

で、賑やかな笑顔溢れる時間となりました。ご参加下

さった皆様、本当にありがとうございました。 

夏休みも終わり、いよいよ秋の訪れも間近となりま

した。秋の夜長にゆったりと読書、なんて過ごし方は

いかがでしょうか？たくさんの本とイベントで、今月

もお待ちしています。 

和泉市立 

図書館だより 
 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館９月の行事 

 

 

 

 

 

 

新着図書案内 

★☆★☆★！！利用者の皆様へ(お知らせ)！！★☆★☆★ 

図書カード(ＩＣタグ化)を複数枚重ねて所持した場合、販売店等に設置しています電波式盗難防止ゲート

を通過する際に、誤作動する恐れがあります。 

図書館カードを複数枚重ねてカードケース又は財布などに入れないよう、ご注意ください。 

開催日 時間 場所 開催日 時間 場所

こどもまつり 人形劇「ぐりとぐら」 ３日（土） 午後３時～４時 集会室１・２ ２４日（土） 午後３時～４時
地下一階
リハーサル室

おりがみ教室 動く動物 ２８日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ２日（金） 午後２時３０分～４時
シティプラザ３階
学習室１Ａ・１Ｂ

子どもてづくり教室 おつきみ ７日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ２８日（水） 午後２時３０分～４時
３階学習室
１Ａ・１Ｂ

子ども工作教室 コツコツきつつき １７日（土） 午前１０時３０分～正午 ミーティングルーム

ちいさなおはなしかい
おじいちゃん・おばあ

ちゃんのはなし
８日（木） 午前１１時～１１時３０分 おはなし室

おはなしかい おつきさま １７日（土） 午前１１時～１１時３０分 おはなし室

おはなしのひ キツネと男の子 ２４日（土） 午後２時３０分～３時 ミーティングルーム

おうたのひ うさぎ １７日（土） 午後２時３０分～３時 ミーティングルーム

こどものための映画会 ヨウカイとむらまつり 他 １０日（土） 午後２時～２時４５分
シティプラザ地下
一階多目的室

和泉図書館 シティプラザ図書館
行事名 テーマ・内容



 
 

（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 趣 味 ・ 実 用 ― 

悲しみの涙は明日を生きる道しるべ 柳田 邦男∥著 平凡社 019 

世界の夢の本屋さん  エクスナレッジ 024 

さみしさサヨナラ会議 小池 龍之介∥著 角川書店 141      

すべての人が幸せになる「魔法の言葉」 ウィリアム レーネン∥著 マキノ出版 147 

逆境を越えてゆく者へ 新渡戸 稲造∥著 実業之日本社 159 

２０代のノート 吉山 勇樹∥著 ＷＡＶＥ出版 159 

寺社ガールの正しいお作法  ＴＯＫＩＭＥＫＩパブリッシング 175      

最新日本古代史の謎 恵美 嘉樹∥著 学研パブリッシング 210.3       

図説フランスの歴史 佐々木 真∥著 河出書房新社 235 

畸人巡礼怪人礼讃 佐野 眞一∥著 毎日新聞社 281 

コンニャク屋漂流記 星野 博美∥著 文藝春秋 288 

ＭＡＫＩ’Ｓ ＢＥＳＴ ＯＦ ＨＡＷＡＩＩ Ｍａｋｉ Ｋｏｎｉｋｓｏｎ∥著 講談社 297 

革命と独裁のアラブ 佐々木 良昭∥著 ダイヤモンド社 302.2   

政権交代という幻想 佐藤 優∥著 朝日新聞出版 304 

スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション カーマイン ガロ∥著 日経ＢＰ社 335.1   

東日本大震災  心をつなぐニュース 池上  彰∥編 文藝春秋 369.3 

掃除サボリの教育学 家本 芳郎∥著 学事出版 375 

スポーツで心を強くする子育て 本田 大三郎∥著 かんき出版 379.9 

この数学書がおもしろい 数学書房編集部∥編 数学書房 410 

これでわかるからだのなかの放射能 安斎 育郎∥著 合同出版 493     

不整脈・心臓病の治療と暮らし方 伊東 春樹∥著 法研 493   

君島十和子の「食べるコスメ」 君島 十和子∥著 小学館 498.5 

エアコンのいらない家 山田 浩幸∥著 エクスナレッジ 528    

電気をつくろう！ 高橋 隆雄∥著 秀和システム 543 

１日でできる！簡単かごバッグと帽子 寺西 恵里子∥著 辰巳出版 594 

おいしい！うれしい！キッシュ＆ガレット 濱田  美里∥著 ＰＨＰ研究所 596   

猫語大辞典 今泉 忠明∥監修 学研パブリッシング 645 

すごい夜空の見つけかた 林 完次∥写真 文 草思社 748 

甲子園笑伝説！ かみじょう たけし∥著 文芸社 783.7 

英語辞書をフル活用する７つの鉄則 磐崎 弘貞∥著 大修館書店 833 

― パソコン（ＰＣ） ― 

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ  ２０１０逆引き大全６０６の極意 日経パソコン∥編 日経ＢＰ社 PC 007 

はじめてのＡｎｄｒｏｉｄプログラミング入門 五十嵐 貴之∥著 秀和システム PC 694 

― ビジネス（ＢＵ） ― 

残業３時間を朝３０分で片づける仕事術 永井 孝尚∥著 中経出版 BU 336 

日本一のクレーマー地帯で働く日本一の支配人 三輪 康子∥著 ダイヤモンド社 BU 689 

☆ 新 着 図 書 ☆ 



 
 

（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 小 説 ・ エ ッ セ ー ― 

森見登美彦の京都ぐるぐる案内 森見 登美彦∥著 新潮社 ９１０．２ 

日輪の遺産 浅田 次郎∥著 角川書店 ９１３．６ 

四龍海城 乾 ルカ∥著 新潮社 ９１３．６ 

ＲＯＭＥＳ ０６ 五條 瑛∥著 徳間書店 ９１３．６ 

化合 今野  敏∥著 講談社 ９１３．６ 

戦国業師列伝 津本 陽∥著 世界文化社 ９１３．６ 

共鳴 堂場 瞬一∥著 中央公論新社 ９１３．６ 

風の浄土 中津 文彦∥著 光文社 ９１３．６ 

囮物語 西尾  維新∥著 講談社 ９１３．６ 

天の方舟 服部  真澄∥著 講談社 ９１３．６ 

開かせていただき光栄です 皆川 博子∥著 早川書房 ９１３．６ 

ブラック 山田 悠介∥著 文芸社 ９１３．６ 

ジュージュー よしもと ばなな∥著 文藝春秋 ９１３．６ 

今、日本人に知ってもらいたいこと 金子 兜太∥著 ベストセラーズ ９１４．６ 

簡素が、いちばん！ 橋田 壽賀子∥著 大和書房 ９１４．６ 

風さん、高木さんの痛快ヨーロッパ紀行 山田 風太郎∥著 出版芸術社 ９１５．６ 

ヴァレンタインズ オラフ オラフソン∥著 白水社 ９３３ 

最初の刑事 ケイト サマースケイル∥著 早川書房 ９３３ 

― こどものほん ― 

いのししくんおばけへいきだもん きむら ゆういち∥作 ポプラ社 えほん 

おふとんかけて！ Ｄ．ハコエン∥さく ＢＬ出版 えほん 

たぬきのばけたおつきさま 西本 鶏介∥作 鈴木出版 えほん 

やまんばあかちゃん 富安 陽子∥文 理論社 えほん 

よるのえんてい 佐々木 洋∥文 講談社 えほん 

新 花子さんがきた！ 森京 詞姫∥著 竹書房 Ｋ１４７ 

今すぐ身につけたいサバイバルテクニック かざま りんぺい∥著 誠文堂新光社 Ｋ７５０ 

オトタケ先生の３つの授業 乙武 洋匡∥作 講談社 Ｋ９１３ 

カンコさんのとくいわざ 角野 栄子∥文 クレヨンハウス Ｋ９１３ 

ＩＱ探偵ムー 夢羽、海の家へ行く。 深沢 美潮∥作 ポプラ社 Ｋ９１３ 

カメレオンを飼いたい！ 松本 祐子∥作 小峰書店 Ｋ９１３ 

魔法の国のかわいいバレリーナ ５ エメラルド エバーハート∥作 学研教育出版 Ｋ９３３ 

ＸＸ・ホームズの探偵ノート ３ トレーシー バレット∥作 フレーベル館 Ｋ９３３ 

神様のメモ帳 杉井 光∥〔著〕 メディアワークス ＫＭ９１３ 

０能者ミナト 葉山 透∥〔著〕 アスキー・メディアワークス ＫＭ９１３ 

新妖界ナビ・ルナ ５ 池田 美代子∥作 講談社 ＫＳ９１３     

若おかみは小学生！ＰＡＲＴ１６ 令丈 ヒロ子∥作 講談社 ＫＳ９１３ 



 
 

平成２３年度９月自動車文庫巡回予定表 

 巡回駐車場名(五十音順) 曜日 巡回時間（午後） ９月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンフォート内） ※  水 １：３０ ～ ２：３０ ７ ２８ 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０ ２０ 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００ ８ ２９ 

 光明台北小学校 ※  水 ３：３０ ～ ４：３０ １４ 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０ １３ 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０ ２０ 

 鶴山台三丁目（コミュニティセンター駐車場内）   火 １：３０ ～ ３：００ １３ 

 鶴山台南小学校 ※ 水 ３：００ ～ ４：３０ ７ ２８ 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏屋町会館前） ※   水 １：３０ ～ ３：００ １４ 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０ ８ ２９ 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０ １５ 

 南横山小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ ２１ 

        ※印の駐車場は、２３年度より巡回時間が変更になった駐車場です。 

            伏屋町三丁目と光明台北小学校の巡回時間が変わりました。上記の時間となりますので、ご注意ください。 

     和泉市図書館ご案内 

 

和泉図書館  和泉市府中町一丁目２０－１  ℡４４－３０７１（３月２０日より「フチュール和泉」３階にオープン） 

休館日…９月９日（金） ※月曜休館がなくなりました。 

開館時間 月曜日～金曜日…午前１０時～午後９時 土曜日・日曜日・祝日…午前９時～午後８時 

シティプラザ図書館  和泉市いぶき野五丁目４－７ （和泉ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ地下 1 階） ℡５７－６６７０ 

休館日…９月１６日（金） 

開館時間 月曜日～金曜日…午前１０時～午後９時 土曜日・日曜日・祝日…午前９時～午後８時 

人権文化センター図書室（にじのとしょかん）  和泉市伯太町六丁目 1-20  ℡４７－１０４０ 

休館日…９月５日（月）、１２日（月）、１９日（月・祝）、２６日（月）、３０日（金） 

   開館時間 火曜～土曜…午前１０時～午後６時  日曜・祝日…午前１０時～午後５時 

南部リージョンセンター図書室  和泉市仏並町３９８番地の１  ℡９２－３８１１ 

休館日…９月２日（金）、５日（月）、１２日（月）、２０日（火）、２６日（月） 

開館時間 火曜日～日曜日…午前１０時～午後６時 

 

― 自動車文庫をご利用の方へ ― 

 自動車文庫で借りられた本は、他の巡回駐車場や図書館でも返却できますのでご利用ください。 

― 予約（リクエスト）をご利用ください ― 

 資料の予約やリクエストは予約カードに記入し、スタッフにお渡しください。 

 また当館所蔵の資料（コミック除く）は、図書館内の端末機（OPAC）や、図書館HP内の Web-OPAC

からもご予約いただけます。 

 


